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根 管 内 を直接 観 察 で きるフ ァイバ ー ス コー プ につ

に至 る撮影 まで広範に利用で きる｡光源 として‑ ロゲン

いて

ランプが用 い られ,照明光 は照明用 ファイバーに よ りテ
レビカメラまで導かれ, ファイバー ス コープ をカメラに

歯科保存学第一数宣
子

田

晃

装着す るこ とに よ りファイバー ス コープ先端 まで導かれ

一

る｡

保存治療の領域においては,患部 を直接観察す るこ と

教室ではこれ まで本器材のいろいろな ソフ トの作製に

が 困難であった り, あるいは全 く不可能 なことが しば し

取組んでお り, まず抜去歯 を用い基本的な検討 を行 なっ

ば存在す る｡ とくに歯 内療法では根管内部お よび根尖部

た後,現在,臨床において歯内療法,歯冠修復 な らびに

の直視がほ とん どの場合不可能 であ り, そのため,根管

歯周治療 を行 なっている患者につ いて も応用 を試み,以

の解剖学的形態の変異,拡大や清掃の状態,根管壁穿孔

下 の様 な知見 をえている｡

や器具 の破折な どの事故の状況な ど,根管 内部の様子 は,

(
∋本装置先端 の直径 は拡大形成終了後の根管の直径 と同

術者の手指感覚 などか ら間接的に類推す るしかないこ と

程度で,根管の深部 まで挿入可能であ り,先端の角度

も多 く,術者の経験に依存す る部分が極めて大 きい｡医

も 2種類用意 されているため歯内療法の種 々の場合 に

科の一般臨床では直視 しえない病変部 を覗 くための内視

容易に応用可能 である｡観察は ビデオモニ ター で行 な

鏡が広 く用 い られているが,歯科臨床 では, これ までに

うため, これ までのフ イイバース コー70
のアイピー ス

もファイバー ス コープに よる内視鏡や,鏡 とレンズを組

を覗 く方法に比較 し極めて容易になった｡ また画質は

合せ た硬性鏡が一部試み られて きたが,歯内療法への応

根管内観察用 として充分満足で きるもの と思われ る｡

用のためには根管の太 さに比べサ イズが大 きす ぎて根管

これ らのことより根管 内視鏡 として大変に有用である｡

内に挿入が困難であった り,逆 に細 くしたため画像が不

② さらに,歯 内療法のみな らず,隣接面郎蝕の発見,倭

鮮 明であった りして,実用化 は困難であった｡ ところが

復物の適合状態のチェ ック,歯 肉ポケ ッ ト底部の観察

最近,根管内に挿入可能 な太 さで,かつ極めて鮮明な画

や歯 肉縁下歯石 の診査 な どに広 く応用で きるこ とが確

像の得 られ る画期的なファイバー スコー プが開発 され,
その歯内療法‑の利用につ いて大変注 目を集めている｡

認 された｡
③ モニ ター に大 き く写 して 多人数 で観察 した り, VTR

4.
5
この装置は先端 プローブ と,‑ ン ドピース (
直径 2

装置 を活用す るこ とがで き,診療補助のみな らず,歯

mm)に組み込 まれた観察用超小型 ビデオカメラか ら構成

科学生に対す る教育や卒後教育研修 の効果向上, な ら

されている｡先端 プローブは照明用 ファイバー と保護用

びに患者教育 に も大 き く寄与す るもの と思われ る｡

69
mm (
画素数 3,
000)の も
金属製外被 を含めた直径が0.
72
mm (
画素数 6,
000)の ものがあ り,先端 の
の と直径1.

直径が0.
69mmの ものは70号のファイルで拡大 した部位 ま
で挿入可能 である｡先端角度は, 臼歯の近心 な らびに遠
心根管に もスムー スに挿入で きるように60度 と90度が用
意 されている｡プローブの先端 には特殊広角 レンズが接
着 してあ り,先端 よ り 5mm程先 まで観察可能 である｡ ビ
デオカメラで撮影 された画像は,モニ ターに大 き く写 し
出され るため容易にかつ 多人数 で同時に観察 で きる｡
画像は ビデオテー プレコー ダー で記録 し,後 日多目的
に利用す ることがで きる｡先端 プローブ を外せば‑ ン ド
ピー ス部は普通のテ レビカメラ として使用可能 であ り,
患者の上半身か ら, 口腔内に挿 入 してほぼ 1歯の大 きさ

‑ 81‑

